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主 

題 

VALUES, EXTENSION and LEADERSHIP 

変化をもたらそう 奮い立たせよう 
Let's do it now !              2022に向け誇りを持って All is well. 

人生は一度きり                出会いから全てが始まる 

聖 

句 

会長主題 

第一第二例会 

京都府モニタモニタリン

グ指標に従い、例会日

の７日前が「警戒基準」

だったら、京都ＹＭＣＡ

とZoomよるハイブリッド

にて開催。 

 

 

11月 例会案内 

例会出席 

10月第一     －－名 

10月第二     －－名 

在籍者数     １７名 

メーキャップ   －－名 

出席率       －－％ 

ＢＦポイント 

ファンド 

ニコニコ 

切 手        0pt 

現 金             0円 

累 計         0円 

じゃがいも     227,500円 

                  0円                       

 

累 計       364,750円 

10月第一例会       0円 

10月第二例会      0円      

累 計       9,000円 

 今年で私が京都ＹＭＣＡの総主事に就任して4年目を迎えています。

この間、会員の皆様に見えていなかったこともあろうかと思いますので、この３年余りを振り返

りつつ京都ＹＭＣＡの今後について書かせて頂こうと思います。 

 2017年4月に総主事となり始めに取り組んだのが、三条本館の耐震補強と保育園の設置

の工事でした。この工事は、耐震補強だけではなく、3階や6階のトイレの改修や、懸案で

あったプール天井の軽量化改修、館内の老朽化配管の一部取り替えや、停止のたびに位

置がずれて不安を与えていたエレベーターの改修など、三条本館の建物を将来にわたり維

持してゆくために必要な改修工事も含んでいました。また、保育園の開設は新たな公益事

業としてＹＭＣＡの公益性を高めるとともに、将来にわたり財政を支える柱を作る意味あいも

持っていました。 

 しかし、この保育園開設も耐震補強工事も用意した自己資金もない中で進めましたので、

行政からの補助金は出ましたがそれ以外の資金やその間の運転資金などは新たに長期借

入金を借りておこなわざるを得ませんでした。総主事就任以降、今回の新型コロナの事態で

の借り入れを含めこれまでに借りた借入金は、学校法人の学園債を合わせ約４億円にもなり

ます。後世に書かれる京都ＹＭＣＡ史では、きっとＹＭＣＡに大きな借金を背負わせた借金

総主事として書かれるに違いありません。 

 しかし、借りたものは返さなければなりません。したがって総主事としてのもう一つの大きな

課題は、事業を継続させながらこれらの借入金を返済してゆける収益構造を作り上げるとい

う事でした。総主事になる以前から毎年両法人で出していた赤字決算でしたが、新たに増え

た借入金の返済をしつついかに黒字化するかということが緊急の課題でした。 

 実は残念ながら未だその目標は達成されていません。昨年度決算で久しぶりに学校法人

が黒字決算となりましたが、今年のこの新型コロナの影響でまた赤字に戻りそうです。 

 今後、全国のＹＭＣＡで進めてきたブランディングをもとに現在の事業内容を作り変え、Ｙ

ＭＣＡが地域に無くてはならない存在となることで、収益の出る事業構造に変えてゆかなけ

ればならないと思っています。 

 その中には痛みを伴うものもあるかもしれませんが何としても成し遂げなければなりませ

ん。そのためにもワイズメンの皆さんに会員としてご協力をお願いすることが出てくると思いま

す。どうかこの京都ＹＭＣＡを未来に残すための改革にご理解いただき、ご支援とご協力を

お願いいたします。 

 京都ＹＭＣＡ総主事 加藤 俊明  

ファリサイ派の人々が、神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。「神の国

は、見える形では来ない。『ここにある』『あそこにある』と言えるものでもない。実に、神の国はあな

たがたの間にあるのだ。」      

ルカによる福音書１７章２０～２１節 
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２１日コロナ感染防止のため、場所及び時間が変更されZOOMを利用してハイブリット形式で「第二回有

志の会」として開催されました。 

京都YMCAに無理を聞いていただき、少しでも密にならないように一番大きな部屋を確保していただき参

加者も安心して集うことができ遠藤担当主事に感謝いたします。 

当日会場参加者は、澤田会長、飯尾ワイズ、宇高ワイズ、遠藤担当主事、岸ワイズ、椹木ワイズ、西村ワ

イズ、廣井ワイズ、三村の9名。ZOOMでの参加は小野ワイズ、斉藤ワイズ、蒔田ワイズ、森ワイズの4名。通

常の例会様式の通り会長挨拶その後役員会/委員会報告、YMCAからの連絡と有りました。コロナになって

からは感染を避けるためZOOMを使うかメールでの連絡がほとんどでしたが、メンバーと直接対峙しての会

はやはり良いものですね！ 

メインのプログラムはコロナに関するビデオを視聴しました、西脇京都府知事による現状報告及び新しい

ライフスタイル5点の提案、テレビ出演でよく見かける藤井聡氏から京都大学レジリエンス実践ユニット「半自

粛」のススメ～「防災」から「減災」へ～の公演は興味深いものでした。今後の社会活動（クラブ運営）に参考

になると思います。 

最終的にはコロナ感染と各個人が自己責任の元行動していくしかないと思います。 

２０２０/10/21 
三村 良行 10月第二例会          （Zoom 例会）                

令和2年10月7日（水）第1回有志の会が、YMCA３０１号室で開催されました。Zoomでの参加も可能な、

いわゆるハイブリッド形式です。新型コロナの京都府のモニタリング指標が、1週間前に警戒基準だったた

め、ホテルでの例会は中止、メンバーからの、顔を合わせて交流したいという声によって急遽決まったもの

です。 

第１回は、YMCA参集が8人、Zoom参加が1人という少し寂しい会でした。でも、さすがに集まってくるな

り、話が盛り上がり、Zoom参加の私は音量を下げたほどです。 

例会ではありませんが、会長挨拶から。この日は他クラブもYMCAを使っているところが多く、広い会場が

取れなかったため（でも、遠藤主事が少しでも広い部屋をと尽力してくださいました）、人数に限りがありまし

たが、寂しい会になったという会長の思いからスタートです。あらためて、ホテル例会開催基準の説明があ

り、この状況の中で、メンバーでアイディアを出してやっていきたいと言われました。 

 次にファンド委員会からジャガイモファンドの日時のお知らせと、YMCA遠藤主事からの報告の後、今後

の例会のもち方について話し合いました。 
 

出た意見の主なものを紹介します。 

・いつ収束するかわからない状況の中で、前向きな意見が出にくい。分断状態。 

・室内ではなく屋外での開催も検討してはどうか。回数も検討。 

・例会という概念にとらわれなくてもいいのでは。今までと同じやり方は難しい。 

・時間さえ共有したら交流できる。Zoomであれば他クラブの例会にも参加しやすい。プリンスも他クラブに声

掛けしてはどうか。 

・仕事内容や組織の取り決めなど、それぞれの立場で制約がある中でどうするか。 

・京都府のモニタリング指標を例会開催基準とすることについて、どうとらえるか。 

・指標があったほうが、ゲストスピーカーにもホテルにも説明がつきやすい。 

・ハイブリッドにせよ、出られない人がどうすれば出られるのか。 

・ホテルではなくYMCAの広い部屋で、食事なしでしてはどうか。食事がある以上、ホテルでの開催は難し

いのでは。 等々。 
 

 最後に、会長から、京都府モニタリング指標に基づいた基準は動かしたくない、みんなが来たいと思う例

会にしたい、目標も明らかにしたい、屋外開催も含めて考えると、改めて意思表明がありました。今後も会

長の思いに添えるように、皆で協力し、話をしていきたいと思います。 

２０20/10/7 
椹木 徳子 

10月第一例会       （Zoom 例会）                  



  (毎月連載）           今西 英隆 

 

ホールインワン                          岸 裕也            

      阿武(あんの) 朋子  東広島クラブだより                   

 京都プリンスクラブのみなさま、お変わりありませんか。コロナ禍で、10月10～11日の酒まつりが中

止となり、その日に開催しておりましたＤＢＣ交流会ができませず、誠に残念に思っております。 ＤＢ

Ｃ交流会のみならず、東広島クラブの年間の行事は、これまでのところ全て中止となり、まったく活動

できていない状況です。これでは東広島クラブの近況をお知らせできませんので、代わりに、私、阿

武(あんの)の紹介をお届けしましょう。 

 私は、広島ＹＭＣＡ在勤中は、数年ごとに転勤があり引っ越しの繰り返しで、そのつど小さなアパートを借りて生活し

ていました。それが、定年後転勤のない継続雇用となったため、その機に、広島市内で中古マンションを買いました。

そして、転勤暮らしではできなかった、「人を呼べる家に住む」念願をかなえるため、１室をお座敷に改修し、宅で宴会

ができるようになりました。料理は宅のあり合わせですが、近隣にいい鮮魚店があるので、そこでお刺身を注文してお

り、女将(私のこと)は色気ないけど、魚はうまい、と評判になっています。 

東広島クラブの例会も、これまで何度も宅で開催し、今年も2月の初旬に、お座敷例会をいつにするかと話し合って

いました。そのときには、武漢のコロナのニュースは知っていたけれど、まさかそこまでとは思えなかったのがなんと浅

慮だったことかと思います。今では、お座敷はまったく休業状態で、風を通して掃除してはいますが寂しい限りで、女

将も今や清掃婦です。  

いずれコロナが収束したら、まずは東広島クラブの例会を行い、貴ブリテンにその報告を寄稿しましょう。そして、貴

クラブのみなさま、安心して往来できるようになったらお招きしたいと思いますので、ぜひおいでください。ただし、お座

敷は、定員4名様、補助卓を入れても6名様までなので、少人数でのお越しをお願い申しあげます。     女将敬白 



１．ＹＭＣＡ国際協力募金  
未来を生きていく子どもたち。子どもが未来に夢や希

望をもち、自分を大切にして過ごすことができるよう

に。そして、自分も他の人も大切に思う気持ちを育め

るように。差別や争いのない社会で生きることができ

るように。一人ひとりの思いが支援につながります。

教育支援 ― コロナ禍にあるアジアのＹＭＣＡ  主な

支援国・地域：東ティモール、カンボジア、インドネ

シア 

多文化共生・難民支援 ― 国内外の難民支援  主な支

援国・地域：パレスチナ、ギリシャ 

＜募金の方法＞ 

１）例会時等に担当主事までお渡しください。 

２）三条本館1階窓口 

３）口座振込 郵便振替 01050-7-19132 京都YMCA

奉仕活動基金 通信欄に「国際協力募金」とお書きく

ださい。 

 

２．スキーキャンプ・ウインター＆スプリングプ

ログラム募集（スキー、雪あそび、体操教室、ス

イミング、アフタースクール）   
各種プログラムを用意しています。1月

までのスキーキャンプは GoToトラベル 

適用です。 

お申込み：予約専用サイトe-YMCA  

お問合せ：ウエルネスセンター 

（TEL）075-255-4709 

 

３．チャリティーゴルフ －ロングランコンペ－   
収益はＹＭＣＡポジティブネット募金（子ども・ユー

ス・地域支援）に活用されます。 

協力会場：センチュリー・シガ・ゴルフクラブ ザ・

カントリークラブ、日野ゴルフ倶楽部、クラウンヒル

ズ京都ゴルフ倶楽部 以上11月1日（日）～30日（月）

ザ・サイプレスゴルフクラブ 11月30日（月）のみ 

お申込み等、詳細は案内をご覧ください。 

お問合せ：チャリティーゴルフ事務局 

（TEL）075-231-4388 

報告事項 

●オータムフェスタにてぜんざいを出

店。有志による協力を要請します。 

 

承認された事項  

●小野ワイズを次期京都部会計に選出 

●８月～10月分例会費を月8千円とし6千

円/月分を返金する。 

●オータムフェスタ運営協力金負担を会

長とＹサ委員長に一任とする。 

●例会中止期間中ではあるが、試験的に

ホテルでの例会を有志での参加として開

催する。 

 ３日  蒔田茂夫 ４日(水) 第一例会  

  19:30 京都ＹＭＣＡとオンライン 

15日(日) リトセンオータムフェスタ 

     宇治リトリートセンター 

18日(水) 第二例会 

  19:30 京都ＹＭＣＡとオンライン  

25日(水) 役員会 

  20:00 オンライン  

 

僕達の活動の基本理念まで、

問い直させられるコロナ。 
全てを白紙に戻し、一から考

えさせられるコロナ。 
コロナって、ある意味、本当

に凄いやつ！ 

        小山  憲彦 サンライズクラブ報告                   

コロナ騒動の終息の兆しも見えない中、ワイズ活動も低迷を続けています。対面での集会、

奉仕活動もほとんど行えずにいます。そんな中、サンライズは10月第一例会はYMCA会館で

ハイブリッドの例会を開催しました。どうしても顔を見て集まりたいというメンバーは山手セン

ターに集まり、用事があったり、ちょっとコロナがというメンバーはZoomでの参加でと、自由参

加の例会になりました。DBC京都プリンスからもお二人の参加をいただきました。 

続いて部会をホストしました。よその部では中止を決めたり、ハイブリッドで部会をおこなったり、厳しい人数制

限なども行われましたが、あずさ部では誰でもおいで(但しよその部にまでは声掛けをしませんでしたが)と半数に

近いメンバーが集まりました。最後はコッソリと打ち上げも行いました。 

そして第二例会は恒例のお散歩例会を挙行。人数は7人と寂しかったですが、いつもの通り最初は蕎麦屋で

ガソリンを入れて、今回は上野公園の中をお散歩。下町資料館や小さな神社仏閣を幾つも回りました。中には

結構インスタ映えする所も見受けられました。久しぶりの散歩で皆結構疲れて、4時過ぎから打ち上げを始める始

末でした。 

コロナに負けるな、でも気を付けよう！ 


